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微細結晶粒を持つ高強度 MgZnAlCaLa 系
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Friction Stir Weldability of High Tensile Strength MgZnAlCaLa Magnesium
Alloy Consisted of Fine Grain
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Friction stir weldability of a fine
grained high tensile strength MgZn
Al
Ca
La magnesium alloy was evaluated by changing joining parameters, such as tool rotating speed and welding speed. Square butt joints with good quality were obtained at the
600 mm/min and tool rotating speed 16.725 s－1, by using a tool with shoulder diameter of 15
conditions of welding speed 250
mm, pin diameter of 5 mm and pin length of 3.9 mm. Higher welding speed or rotating speed led to the lack of bonding in the joint.
Hardness at the center region of stir zone was slightly higher than that of the base metal, but hardness at the other region was
metallic comslightly lower. It can be believed that the hardness of stir zone depends on the distribution and size of the inter
pounds as well as the grain size of the recrystallized structure. Transverse tensile strength of friction stir welded joint was about
335 MPa, lower than that of the base metal (about 367 MPa). It was considered that the tensile strength of friction stir welded
Zn
Al
Ca
La magnesium alloy was strongly influenced by both the crystallographic orientation distribution and
joint of Mg
grain size.
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本研究では，強加工法の一つである RCP 法によって得ら

1.

緒

言

れた高強度 MgZnAlCaLa 系 Mg 合金(以下 ZAXE1713)
を取り上げ，固相接合である FSW を適用し，得られた継手

1991 年に英国の溶接研究所において開発された摩擦攪拌
接合( Friction Stir Welding 以下 FSW )は，近年新しい接

の組織と機械的性質に及ぼす接合条件の影響を検討すると共
に，継手強度の支配因子についても検討した．

合法として注目を集め，航空宇宙産業，自動車，船舶，車両
など多くの分野においてその実用化に向けての基礎研究およ

2.

実

験

方

法

び応用研究が活発に行われており，アルミニウム合金(以下

Al 合金)においてはすでに実用化されている．マグネシウム

供試材には RCP 処理された ZAXE1713 合金である．試

合 金 ( 以 下 Mg 合 金 ) に 関 し て も 研 究 が な さ れ て お り ，

験片の形状は幅 74 mm ×長さ 250 mm ×厚さ 3.5 mm であ

AZ31Mg 合金継手1,2)，AZ61Mg 合金継手3,4)，AZ91Mg 合金

る．その化学組成を Table 1 に示す．接合方向は，供試材の

継手5,6)，難燃性 Mg 合金7)および耐熱 Mg 合金継手8)に関す

押出方向と平行とし，I 型突合せ接合を行った．また，接合

るものがあり，継手強度は母材引張強度の約 80～100と報

面は，接合直前にエメリー紙(＃800 )で磨いた後，アセトン

告されている．しかしながら，既存の Mg 合金は， Al 合金

脱脂を行った．

に比べて静的強度が低いなど優位性が低いために，その応用

回 転 ツ ー ル は ， Table 2 に 示 す 寸 法 形 状 の 焼 入 工 具 鋼

範囲が制約されていた．そこで，近年 Mg 合金を高強靭性

( SKD61 )製のものを使用した．接合は，プローブを素材の

化するために，ECAP(Equalchannel angular pressing)9,10)
や RCP ( Roll Compaction process )11) 等の強加工法による結
晶粒の微細化が検討され，高強度 Al 合金を超える強度を有
する微細結晶粒を持つ Mg 合金が開発されているが，高強
度 Mg 合金の溶接・接合性に関する報告は極めて少ない．

Table 1

Chemical composition of magnesium alloy used (mass).

Alloy

Al

Zn

RE

Si

Ca

Mg

ZAXE1713

7.0

1.0

3.0

1.0

1.0

Bal.
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Table 2

Dimensions of tool.

Diameter of shoulder (mm )

15

Diameter of pin (mm )

5

Length of pin (mm)

3.9

Table 3
Tool rotating speed (s

539

FSW conditions.
－ 1)

Welding speed (mm /min)

16.7
25
250
750

Down force (kN)

9.8

)
Angle of tool (°

3

Fig. 2 General appearances and X
ray photographs of friction
stir welds at constant tool rotating speed of 16.7 s－1.

Fig. 1

Dimensions of test pieces for the tensile test.

接合開始位置に挿入し，ショルダが素材に接してから 2 秒
間の予熱後 Table 3 に示す接合条件により行った．
接合部外観検査および X 線透過試験ならびにマクロおよ

Fig. 3 General appearances and X
ray photographs of friction
stir welds at constant welding speed of 250 mm/min.

びミクロ組織観察により接合部のキッシングボンドおよび割
れ等の欠陥発生の評価を行った．
接合部等の結晶粒径は，市販画像処理ソフト(Image Pro)

を 16.7 s－1 と一定としたときの接合速度の影響を示す．継

を用いて測定した．接合部の硬さ試験はマイクロビッカース

手の表面には，FSW の特徴であるショルダ径とほぼ一致し

硬さ計により荷重 0.49 N で行った．

た円弧状の模様が接合開始点から終端部まで連続的に観察さ

FSW 継手の機械的性質を評価するために， Fig. 1 に示す

れ，この円弧状の模様の間隔は接合速度の増加と共に広くな

寸法形状に加工した引張試験片(表裏を研削して，板厚を

る傾向を示した．また，接合部のバリは，接合速度が 400

2.5 mm とした)を用いて引張試験を行った．試験温度は室

mm / min 以下では，ツールの進行方向と回転方向が一致す

温で，引張速度(冶具の移動速度)は， 8.33 × 10－3 mm / s で

る側(Advancing side: AS)およびツールの進行方向と回転方

ある．母材および攪拌部の組織観察は，透過型電子顕微鏡

向が一致しない側(Retreating side: RS)の両側で多量に認め

株製
( TEM ) を 用 い て 行 っ た ． TEM 観 察 は ， 日 本 電 子 

られたが，接合速度が 400 mm / min 以上ではわずかに認め

JEOL2010 を用い，加速電圧 160 200 kV で行った． TEM

られる程度であった．外観上は，表面および裏面ともにいわ

観察用試験片は， FIB ( Focused Ion Beam )加工により作製

ゆる接合欠陥は認められなかった．しかし， X 線透過写真

した．

では接合速度が速い 600 mm / min では接合部において接合

また，継手の機械的性質と結晶方位との関係を検討するた

方向に沿って線状の内部欠陥が認められた．また，Fig. 3 に

めに，電子後方散乱回折像(EBSP)法により，接合部の結晶

接合速度を 250 mm / min と一定としたときのツール回転速

方位を調査した． EBSP 法にて分析を行うために TSL 社製

度の影響を示す．この場合は，ツール回転速度が速くなるに

の SEM, JSL 6400 を用いた．EBSP 分析用試験片は，エメ

つれて裏面が荒れた状態となり，最もツール回転速度が速い

リー紙 2000 番まで研磨した後，メタノール925 ml，ブタ

25 s－1 では，後述するが接合部に接合欠陥が発生した．

ノール 60 ml ，過塩素酸 15 ml の混合液を用いて電解研
磨することにより，鏡面仕上げを行った．

FSW において接合部の温度は十分に材料の塑性流動が起
こる温度にまで加熱される必要がある．接合部への単位接合
部長さあたりの入熱量は単純には摩擦発熱量( Q )/接合速度

実験結果および考察

3.
3.1

FSW 接合性に及ぼす接合パラメーターの影響

(V )で表される12)．Q はツール回転速度に比例する．したが
って，Fig. 2 の接合速度の増加は入熱量の減少による接合部
の温度低下を招き，接合性を低下させると考えられる．また，

Fig. 2 および Fig. 3 に各接合条件での接合部外観写真お

Fig. 3 のツール回転速度の増加は入熱量の増加により，プ

よび X 線透過写真を示す．まず， Fig. 2 にツール回転速度

ローブが材料を貫通しバッキングプレートにまで到達した結
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Fig. 4 Effect of welding speed and tool rotating speed on
weldability of ZAXE1713.

果，接合部の形成が不安定となり，接合性を低下させると考
えられる．

Fig. 4 に接合性に及ぼすツールの回転速度および接合速度
の影響をまとめて示す．本研究の範囲では，最適接合条件は

Fig. 5 Macro
and microstructures of cross section of FSW
joint at tool rotating speed 16.7 s－1 and welding speed 400 mm/
min.

接合速度 250～600 mm/min で，かつ，ツールの回転速度が

16.7～25 s－1 であった．このような条件範囲はツールの形状
にも依存すると考えられるが，本研究ではこの点については
検討していない．なお先述したように，微細結晶粒をもつ高
強度 Mg 合金に対する FSW の適正条件に関する報告は材料
によらず見当たらないが，従来の研究で報告されている

AZ31 および AZ61Mg 合金1,2,13,14) に対する FSW 検討結果
と比較すると同程度の範囲を有しており，FSW 接合性の良
い材料であると考えられる．

3.2

継手断面組織

ツールの回転速度が 16.7 s－1 で，接合速度が 400 および

600 mm/min の条件で行った突合せ接合部断面のマクロ組織
を Fig. 5 ( a )および Fig. 6 ( a )にそれぞれ示す．また， Fig.

5 (a )および Fig. 6(a )の図中に示す実線で囲まれた各部分の
ミクロ組織を Fig. 5(b)～(e)および Fig. 6(b)～(e)に示す．

Fig. 5(a )および Fig. 6(a)に示すようにプローブが通過した
攪拌部( Stir zone, SZ )はプローブ形状に類似した様相を呈

Fig. 6 Macro
and microstructures of cross section of FSW
joint at tool rotating speed 16.7 s－1 and welding speed 600 mm/
min.

し，接合速度が速い条件では SZ 部と接合部表面のショルダ
によって攪拌された部分は減少する傾向であった．これは，
接合速度の増加により，入熱量が減少したため，塑性流動の

次に，接合速度が速い継手の SZ 部の断面組織(Fig. 6 (b )

影響が小さくなったためと考えられる．攪拌部の周囲には僅

～(d))は，Fig. 5(c)～(e)に示した接合速度の遅い継手の組

かであるが熱的および機械的影響を同時に受けた領域

織と比較すると，微細かつ不均一であった．これは，接合速

(Thermo mechanically affected zone, TMAZ)が観察された．

度の増加により単位長当たりの入熱量が減少し，これに伴い

Fig. 5 ( b )より母材の組織は若干板面に平行な層状の組織を

接合部温度が低下し，再結晶に伴う粒成長が抑制されたため

呈しているが， Fig. 5 (c)～(e )に示す SZ 部では，摩擦熱に

と考えられる．つまり，温度上昇が不十分であったことを示

よる温度上昇とプローブの回転による塑性流動により動的再

しており，塑性流動が十分に起こらなかったために， Fig.

結晶が発生し，微細な等軸晶を呈していた．結晶粒径の測定

6(e)に示すように AS において空洞欠陥が生じたものと考え

結果は後述するが， SZ 部の組織は中央部に近いほどより微

られる．AZ91 合金の継手においても，温度上昇が不十分な

細な組織を呈していた．また， SZ 部と母材部の境界は AS

場合に類似の内部欠陥が生じることが報告されている5,6) ．

および RS 共に不明瞭であった．これは，母材組織および再

ツールの回転速度が 25 s－1 で，接合速度が 250 mm /min の

結晶組織が非常に微細であり，組織に大きな違いが見られな

条件で行った突合せ接合部断面のマクロ組織およびミクロ組

かったためと考えられる．すなわち，微細結晶粒を持つ高強

織を Fig. 7(a)および(b)にそれぞれ示す．先述したように，

度 Mg 合金の FSW においては，微細結晶粒を維持した状態

入熱過多となりプローブがバッキングプレートと接触してい

での接合が可能であることが示唆される．

たため，プローブ周辺の塑性流動が不安定となりプローブ周
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Fig. 8 Hardness and grain size distributions of FSW joint at
tool rotating speed 16.7 s－1 and welding speed 400 mm/min.

Fig. 7 Macro
and microstructures of cross section of FSW
joint at tool rotating speed 25 s－1 and welding speed 250 mm/
min.

辺に欠陥が生じたと考えられる．

3.3

Fig. 9 Hardness and grain size distributions of FSW joint at
tool rotating speed 16.7 s－1 and welding speed 600 mm/min.

硬さ試験

ツールの回転速度が 16.7 s－1 で，接合速度が 400 および

600 mm/min の条件で行った突合せ継手の板厚中央部の硬さ
分布と結晶粒径の測定結果を Fig. 8 および Fig. 9 にそれぞ
れ示す．各部の硬さには若干のバラツキが見受けられるが，

SZ 部の中央部から 1.5 mm までの領域では母材部と比較す
ると極わずか(Hv3 程度)硬化しており，SZ 部の中央部から

1.5 ～ 2.5 mm の範囲では逆に母材部と比較すると極わずか
( Hv3 程度)軟化していた．また，継手の硬さ分布には接合
条件による明瞭な差異は認められなかった．硬さの変化要因
として，まず結晶粒径サイズが考えられる． Hall Petch の
式によれば，結晶粒径が小さくなるほど硬さは増加する．そ
こで，継手各部の結晶粒径を測定した結果，硬さが母材に比
べて極わずか軟化している SZ 部の中央部から 1.5～2.5 mm
の範囲では，結晶粒径が母材に比べて極わずか大きくなって
いる．故に，この領域では，結晶粒の成長により軟化してい
ると考えられる．母材部と比較すると極わずか硬化した SZ
部の中央部から 1.5 mm までの領域では，結晶粒径は母材と
比較するとほぼ同等か極わずか大きいくらいであった．故
に，この領域では，結晶粒径以外の要因もあると考えられ
る．その要因として，金属間化合物などの介在物の密度や分
布の影響が考えられる．そこで，母材部とツールの回転速度
が 16.7 s－1 で，接合速度が 400 mm / min の条件で作製した
継手の SZ 中央部の組織を TEM により観察した．母材中に
は， Fig. 10 ( a )に示すように， 1 mm 以上の大きな介在物が
含まれており，Fig. 10 (a)中の黒線で囲った介在物は，Fig.

10(b )に示すように電子線回折像より LaAl3 と同定された．
また，母材中からは，その他に La3Al11 も検出された．一方，

Fig. 11 (a )に示すように， SZ 部での介在物(Fig. 11 (b )に示
すように電子線回折像より La3Al11 と同定)は，摩擦攪拌に

Fig. 10 TEM micrographs of base metal: (a) low magnification bright field image and (b) high magnification bright field
image and SAD pattern of LaAl3.
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Fig. 12 Transverse tensile properties of the base material and
the FSW joint at tool rotating speed 16.7 s－1 and welding speed
400 mm/min.

Fig. 11 TEM micrographs of SZ of FSW joint at tool rotating
speed 16.7 s－1 and welding speed 400 mm/min: (a) low magnification bright field image and (b) high magnification bright
field image and SAD pattern of La3Al11.
Fig. 13 Macrostructure of the FSW joint at tool rotating
speed 16.7 s－1 and welding speed 400 mm/min.

よって母材部に比べて微細化して，粒状のものが数多く分散
しているのが認められる．このように， SZ 中央部では数十

nm サイズの非常に微細な介在物が，数多く分散しているた

示す．母材では，上部，中心部および下部において，いずれ

めに，若干硬度が上がったと考えられる．また，母材中の介

の箇所においても{ 0002 }面は主に ND 方向(板面方向)を向

在物が攪拌部で微細化分散する現象は，難燃性 Mg 合金の

いた集合組織を形成している．つまり，引張方向に平行であ

摩擦攪拌接合においても観察されている15)．

る．SZ 中央部では，上部では母材と同様に{0002 }面は主に

3.4

ND 方向(板面方向)を向いた集合組織を形成しており，中心

継手強度の支配因子

部および下部においては，接合方向を向いた集合組織を形成
で，接合速度

していた．以上のように， SZ 中央部では場所によって集合

が 400 mm / min )で得られた継手と母材の引張試験結果を

組織の方向は異なっているが，いずれの場合も引張方向には

適正接合条件(ツールの回転速度が 16.7

s－ 1

Fig. 12 に示す．継手の引張強さは約 335 MPa であり，母材

平行である．一方，破断した SZ 中央部から 1.5～2.5 mm の

の引張強さ約 367 MPa と比較すると，継手効率は約 91と

領域では，上部では母材と同様に{ 0002 }面は主に ND 方向

高かったが，継手の 0.2 耐力は約 234 MPa であり，母材

(板面方向)を向いた集合組織を形成していたが，中心部およ

の 0.2 耐力約 280 MPa と比較すると，継手効率は約 84 

をなす集合組織
び下部においては，引張方向とおおよそ 45°

まで低下していた．継手の破断位置は，主に SZ 部の中央部

を形成していた．一般的に，引張荷重の分解せん断応力は，

から 1.5 ～ 2.5 mm の範囲で あった．本研究で 用いた母材

をなすときに最大となる．すなわち，破断し
引張方向と 45°

は，結晶粒を微細化することにより高強度化したものであ

に近
た領域では，すべり面である{0002}面が引張方向と 45°

り，その強度は主に結晶粒径に依存していると考えられる．

い角をなしており，その他の領域に比べて容易に降伏したと

しかし，Fig. 8 に示したように継手における粒径の変化は極

考えられる．そのために，継手の 0.2耐力が母材に比べて

わずかであったことから，継手の強度は結晶粒径以外の因子

低下したものと考えられる．また，継手強度への結晶方位の

にも依存していると考えられる．一般的に，引張試験におけ

影響は， AZ3116) および AZ614) の FSW 継手でも報告され

る金属材料の変形はすべり変形により生じる．室温における

ている．従って，Mg 合金の FSW においては，接合欠陥の

緻密六方格子の Mg 合金のすべり変形は，六方格子の底面

発生と集合組織の形成に細心の注意を払う必要があると考え

( 0001 )またはそれに平行な面で起こるため，このすべり面

られる．

と引張方向との関係が継手強度に大きな影響を与えると考え
られる．そこで， Fig. 13 に示す継手の SZ 部中央部および

4.

結

言

主に破断した領域と母材部において， OIM により結晶方位
の調査を行った．Fig. 14 に各部位での{0002 }面の極点図を

微細結晶粒を持つ高強度 MgZn AlCa La 系 Mg 合金の
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微細結晶粒を持つ高強度 MgZnAlCaLa 系 Mg 合金の摩擦攪拌接合性

Fig. 14
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(0002) pole figures in weld center, fracture region and base metal by OIM.

摩擦攪拌接合( FSW )性について検討を行った．適正接合条

学研究所津村卓也助教に深謝いたします．

件および得られた接合継手の組織および機械的性質の支配因
子について検討し，以下の結論を得た．



結晶粒構造を維持した状態での高強度 Mg ZnAlCa La 系

Mg 合金の突合せ接合継手の作製は可能であった．



接合欠陥のない健全な継手は，本研究で用いたツール

では，接合速度 250～600 mm /min で，かつ，ツールの回転
速度が 16.7 ～ 25 s－1 の適正接合条件範囲で得られた．入熱
量の過多もしくは不足の場合には，接合欠陥が発生した．



攪拌部は再結晶組織となり，平均結晶粒径は母材と比

較して極めてわずかであるが大きかった．平均結晶粒径は，
接合速度の増加により，極めてわずかであるが小さくなる傾
向であった．



攪拌部の硬さは，母材に比べて極めてわずかであるが

軟化した領域と硬化した領域が存在し，その硬さは再結晶組
織の平均結晶粒径および介在物の分布によって，支配されて
いると考えられた．



文

献

FSW により，接合部の結晶粒粗大化を抑制し，微細

適正接合条件で得られた接合継手の引張強さは約 335

MPa (母材強度の約 91 )であり， 0.2 耐力は約 235 MPa
(母材強度の約 84 )であった．継手の強度は，攪拌部に形
成される集合組織の結晶方位の影響も受けることが示唆され
た．
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